
1

2

3

4

5

Q2

6 八木清貴

31

7 村橋義隆 （フリー））

8 津田幸一 （アイ）

14 市川智也 （ウンノストロベリー）

15 松下結城 （牧之原体協）

17

18 杉山康之

杉山大河 （アイ）

13 （藤枝市役所）

安藤良輔 （フリー）

Q3

横山竜 （竜南TC）

海野昌也 （グリーンポート）

杉本哲也

Q4

16

20

22

23

24

25

27

28

29

30

32

33

34

35

37

38

39

40

19

高木敦史 （駿河台ローン）

小澤明生 （駿河台ローン）

吉田賢一 （アイ）

大石翔 （藤枝NEW青葉）

村松正教 （フリー）

西田稜 （駿河台ローン）

木川大輔 （竜南TC）

岩澤敏幸 （静岡県庁クラブ）

Q5

進藤貢 （駿河台ローン）

藤岡徹 （フリー）福澤遼 （フリー）

角皆光一

山田凱士 （藤枝市役所）

Q6

岡崎克己 （グリーンポート）

那須野弘敏（ウンノストロベリー）

21

26

男子予選 

Q7

飯髙遥大 （藤枝NEW青葉）

9

10

11

12

Q1～Q8　8：30
2R（No.1、6、11、16、21、26、31、36）　9:00

石山貴之 （ハッカー）

青木正明 （駿河台ローン）駒形竜海 （ｍeiji）

橘田光裕 （竜南TC）

Q1

（Liberte’）

古川康則 （フリー）

森柚稀 （ウンノストロベリー）

（グリーンヒル）

Q8

那須野孝太 （グリーンヒル） 伊藤嘉洋 （藤枝市役所）

長田崇一郎 （駿河台ローン） 中村信裕 （フリー）

（藤枝NEW青葉） 村松京 （グリーンポート）

櫻井寛之 （フリー） 五加拓也 （アイ）36



41

46

51

Q9

水野明夫

松下和正

松沢敏明

Q10

白石晃

深町一仁

53

川崎大地 （アイ）

42

43

44

45

47

男子予選 

60

48

49

50

52

54

55

68

61

62

63

64

65

66

67

小長谷亮太 （リックス静岡）

Q9～Q16　9:30
2R（No.41、46、51、56）　10：00

Q13（駿河台ローン）

（グリーンヒル） 滝浪元基 （竜南TC）

Q14

（アイ） 内山仁由 （アイ）

（フリー） 大塚信章 （グリーンポート）

伊藤成輝 （TAS） 山田善広 （駿河台ローン）

（ウンノストロベリー）

Q11

Q15

岩澤克真 （フリー） 田島英人 （ハッカー）

三輪一太 （駿河台ローン） 宇津茂 （Liberte’）

加納祐一 （テニス同盟） 野村将大 （アイ）

齊藤元真 （フリー）

伊藤大次郎 （フリー）

Q12

Q16

竹下定男 （ウンノストロベリー） 川崎秀樹 （駿河台ローン）

米山裕康 （駿河台ローン） 竹内心哉 （ウンノストロベリー）

青山哲 （竜南TC） 近藤翔太 （アイ）

69

70

71

72

良知真悟 （グリーンポート）

鈴木拓郎 （フリー）

56

長田紀晃 （竜南TC） 久保田圭 （アイ）

芳賀竜也 （フリー） 中村純也 （グリーンポート）

伊藤大輔 （藤枝市役所） 藤山裕 （YODAX）

入山喬太 （藤枝NEW青葉） 矢代昭夫 （駿河台ローン）75

76

73

74

57

58

59



　　④　ダブルスでのハイタッチは行わないで下さい。ペアとの距離を2ｍ以上保って

　　　　プレーをして下さい。

＜当日会場で＞

　　①　来場時に検温・手指の消毒・マスク持参を確認させていただきます。

　　②　検温時37度5分以上の熱があった場合参加を辞退していただく場合があります。

　　③　上記事項が守られていない場合スタッフより声をさせていただきます。

1人1人が上記期の事項に気を付け、感染拡大を防止できるようご協力を

よろしくお願いいたします。

　　⑫　大会参加終了後2週間以内に感染症を発症した場合、主催者に対して速やかに

　　　　濃厚接触者の有無について報告して下さい。

　　⑬　その他質問等は、当日会場にいるスタッフに問い合わせて下さい。

＜コート内＞

　　①　試合を始める前のトスは、選手間の距離を2ｍ以上保って行って下さい。

　　②　プレー中のスコア・ジャッジで意見が異なった場合、選手間の距離を2ｍ以上

　　　　保って話し合いをして下さい。

　　③　試合終了後の握手は行わないで、試合終了時お互いに終了とスコアの確認を

　　　　してその場であいさつをして下さい。

　　③　参加者は必ずマスクを着用して下さい。（試合中は外して下さい）

　　④　こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をして下さい。

　　⑤　他者と2ｍ以上距離を確保して下さい。

　　⑥　大きな声での会話・応援は禁止とします。

　　⑦　タオルなどの共有はおやめください。

　　⑧　飲食は、周囲と距離を取って、対面は避けて下さい。

　　⑨　ゴミは各自お持ち帰り下さい。

　　⑩　クラブハウスの使用は短時間にさせていただきます。

　　⑪　試合日程が終了した選手は、速やかに帰路に向かって下さい。

大会参加に際しての注意事項
＜参加者及び引率＞

　　①　以下の事項に該当する場合、参加を見合わせるか棄権を申し出て下さい。

　　　　・体調がよくない（例：発熱・咳・喉の痛み・嗅覚・味覚の以上がある）

　　　　・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

　　　　・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている

　　　　　国や地域等への渡航または在住者との濃厚接触がある場合

　　②　参加者のご家族等の引率はご遠慮ください。やむを得ない場合は事前にクラ

　　　　ブにご連絡ください。



期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当

該在住者との濃厚接触の有無 ある なし

※この調査に関する個人情報については、感染対策のものであり、他の目的では

使用いたしません。

濃厚接触の有無 ある なし

カ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる ある なし

キ 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察

ウ 倦怠感、息苦しいなどの症状 ある なし

エ 味覚や嗅覚の異常 ある なし

オ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との

大会2週間前における以下の項目にお答えください。どちらかに〇

ア 平熱を超える発熱の有無 ある なし

イ 咳、のどの痛みなど風邪の症状 ある なし

令和　　　　年　　　　月　　　　日

氏名 （　　　　　　　　　　　　　　　） 年齢 （　　　） 歳

住所  （　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電話番号 （　　　　　　　　　　　　　　　） 当日の体温 （　　.　　） 度

健康調査申告書

会場 （　　　　　　　　　　　　　　　）


